
平成 28 年 10 月 12 日（水） 

 

中津市 10 月～11 月のイベント情報について 

 

◎中津はもフェア  

日時：10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水） 

場所：中津市内参加店 

内容：中津市の特産品である「はも」を対象としたスタンプラリーです。フェア参加店において、はも

料理を食べ、それぞれの店舗に備え付けのスタンプを 3 個以上（1000 円につきスタンプ 1

個）集めて応募します。 

     応募者の中から抽選ではも関連商品が当たります。 

 

   問合せ先：中津耶馬溪観光協会 64-6565   

 

◎三光コスモス祭り～10年目のありがとう～  

日時：10 月 9 日（日）～10 月 30 日（日） 10 時～15 時（時間外も見学は可能） 

場所：三光下田口・成恒 

内容：中津市の秋の風物詩となり、市内外から多くの来園者が訪れる「三光コスモス園」は今年で

10 回目を迎えます。今年「日本夜景遺産」に認定された八面山の麓に広がる転作田（16ha）

におよそ 3000 万本のコスモスが咲き誇り、見渡す限り一面に色とりどりのコスモスが楽しめ

ます。また、コスモスの花の色を使ってキャラクターや模様を描くコスモスアートを 15 団体が

作成しました。「三光コスモス祭り」の期間中、コスモスマルシェでは、出店者による農産物

や特産品の販売や、土日祝日には踊りや歌などのステージイベントを行います。その他に

もコスモス園の中を走るミニ SL や人力車、ドローン撮影や切り花体験などのイベントもあり、

子どもから大人まで楽しめます。入園は無料で、コスモス園周辺には無料駐車場もありま

す。 

 

問合せ先：三光コスモス祭り実行委員会（三光支所総務課内） 0979-43－2050 

 

◎楽市楽座 楽農文楽秋祭り  

日時：10 月 15 日（土）～16 日（日） 

場所：蛎瀬、豊後町、桜町（通称楽一通り） 

内容：中津市の蛎瀬、豊後町を通る通称：楽一通りで2日間、楽市楽座秋祭りが開催されます。県

指定無形文化財蛎瀬神楽の奉納、お茶会、骨董市、縁日広場、はがき絵コンクールなど

「観るものギャラリー、聞くものライブ、食うもの美味市」で静（せい）と動（どう）そして風（か

ぜ）のキャッチフレーズと「あなたが主役」を合言葉に通りのいたる所、まちの人々が手作り

企画を多数用意しています。 

     ぜひ、秋の一日を楽一通りでお過ごしください。 

 

   問合せ先：中津市観光推進課 22-1111   



◎第一回中津・諭吉カレーフェスティバル  

日時：10 月 16 日（日） 11 時～17 時 

場所：ゆめタウン中津（中津市蛭子町 3 丁目 99） 

内容：日本で最初にカレーという言葉を紹介したのは、福澤諭吉といわれています。（出典：慶應

義塾大学ホームページ）そこで、日本人なら誰でも知っている 10,000 円札の顔、中津の偉

人、福澤諭吉が伝えた日本人が大好きなカレーライスを、中津市と結びつけカレーをメイン

とした食イベントをゆめタウン中津にて開催します。メインイベントとなるのは、中津市内のカ

レー自慢が集い、№1 を決定する中津・諭吉コンテスト！！中津のカレーが一堂に会する中

津･諭吉カレーブッフェや豪華ゲスト？によるステージなど様々なイベントをご用意していま

す。 

 

   問合せ先：中津耶馬溪観光協会 64-6565   

 

◎第 19 回 八面山アタック～あなたの挑戦を山は静かに待っている～  

日時：10 月 16 日（日） 8 時 40 分～14 時（受付 8 時～） 

場所：八面山 

内容：自転車によるヒルクライム（山登り）です。上田口公民館をスタートして「夕日を望む丘」まで

の 6ｋｍのタイムを計測します。全走行距離は 7.2ｋｍです。なお、参加者の募集は定員（100 名）に

達したため、既に終了しております。 

 

問合せ先：チーム中津のすゝめ 八面山アタック実行委員会 090－8768－8638 

 

◎豊前蛎瀬神楽  

日時：10 月 21 日（金） 13 時～22 時頃 

場所：八坂神社（中津市蛎瀬） 

内容：国指定重要無形民俗文化財蛎瀬神楽は、蛎瀬の八坂神社に伝わる豊前系の岩戸神楽で、

33 番の演目を伝承しています。このうち 7 番が「湯立神楽」となっています。これは、福岡県

築上郡吉富町の八幡古表神社から江戸末期に伝えられたもので、現在までこの古表神社

の湯立神楽を伝承しているのは、蛎瀬神楽のみです。 

 

   問合せ先：教育委員会文化財室 22-1111   

 

◎ひさしもみじライトアップ  

日時：10 月 22 日（土）～11 月落葉まで  1７時～2１時（予定）  

※紅葉の状態によって期間が前後する可能性あり 

場所：県道 28 号、深耶馬溪公共駐車場手前の約 50ｍ区間（中津市耶馬溪町深耶馬） 

内容：深耶馬溪の玄関口“ひさしもみじ”は、まるで紅葉のトンネルで、シーズン中はライトアップも

行っています。秋の夜に映える幻想的な「もみじ」を見に来てください！ 

 

問合せ先：中津耶馬溪観光協会 64－6565   



◎やまくにかかしワールド  

日時：10 月 23 日（日）～11 月 23 日（水・祝）  

場所：山国町 稲刈りの終わった田んぼなど 

内容：山国町で楽しむための案山子が登場したのは2003年(平成15年）、町内在住の赤尾さん夫

婦と月木さん夫婦が初めて稲刈り後の田んぼに作りました。当時は「案山子村」と呼んでいま

した。2007 年（平成 19 年）からは「かかしワールド」と名付けられ、親しまれています。 

稲刈りの終わった山間の静かな田んぼや公園などが「かかし」の世界に大変身します。昭和

の思い出、田舎の日常風景、運動会や演芸会などユニークで今にも動き出しそうな姿はどこ

か懐かしい風景を織りなします。 

 

問合せ先：山国支所総務課 62－3111    

 

◎耶馬渓導水 20 周年記念「北九州―中津ウオーキング大会 2016」  

日時：10 月 29 日（土） 7 時～19 時 

場所：北九州～中津 

内容：耶馬渓導水により「渇水に強い北九州」が実現されて 20 周年を記念して「北九州―中津ウ

オーキング 2016」を開催いたします。小倉城大手門広場～中津城（52km）、行橋駅西口駅

前広場～中津城（27km）、豊前市民会館～中津城（7km）の 3 コースがあり、参加料が 1,000

円（小学生以下無料）事前予約制（当日参加は 1,500 円）となっており、先着 3,000 名程度と

なっています。 

 

   問合せ先：北九州―中津ウオーキング大会実行委員会 093-582-6008   

 

◎耶馬三城を攻めろ！～黒田官兵衛ゆかりの城址ウォーキング＆トレッキング～  

日時：10 月 30 日（日） 8 時半～（受付 8 時 00 分～） 

場所：耶馬溪支所裏柿坂河川敷（スタート・ゴール地点） 

内容：耶馬溪地域に点在する黒田官兵衛ゆかりの三城 平田城址、一ツ戸城址、長岩城址などを

めぐるウォーキング＆トレッキングを開催します。耶馬溪の自然が堪能できるイベントです。 

   【コース】①平田城址コース《初級》 約 10km 所要時間：約 3 時間 

②一ツ戸城址コース《中級》 約 14km＋登山（標高 347m） 所要時間：4 時間  

③長岩城址コース《上級》 約 20km＋登山（標高 530m） 所要時間：6 時間 30 分 

【参加費】一般 500 円（中学生以下 300 円）※未就学児無料 

   【応募期間】9 月 15 日（木）～10 月 18 日（火） ※先着順（定員になり次第締め切り） 

 

問合せ先：耶馬溪支所総務課 54－3111    

 

◎第 8 回耶馬溪観光秋まつり～耶馬のにぎわい！ワイワイ市～  

日時：10 月 30 日（日） 9 時 30 分～15 時 30 分 

場所：耶馬溪農林水産物等直売所「旬菜館」駐車場 

内容：「耶馬三城を攻めろ！～黒田官兵衛ゆかりの城址ウォーキング＆トレッキング～」と同時開



催。紅葉真っ盛りの耶馬溪で、秋の恵みを楽しむイベント。神楽や太鼓、特産物販売などを

通じて、みなさんへのおもてなしを行います。シャトルバスも運行しています。 

 

問合せ先：耶馬溪観光秋まつり実行委員会 090-5726-7120    

 

◎中津大貞八幡菊花展  

日時：11 月 1 日（火）～10 日（木） 

場所：薦神社（中津市大字大貞） 

内容：毎年 11 月 1 日から 10 日に大貞の薦神社で「中津大貞八幡菊花展」が開催されます。中津

に本格的な秋の訪れを告げる行事として定着しています。夜はライトアップされ、昼間とは

違った魅力があります。 

 

問合せ先：薦神社 32－2440    

 

◎さいすくい  

日時：11 月 12 日（土） 15 時頃～ 

場所：貴船神社（中津市大字上宮永） 

内容：大字上宮永 3 丁目の貴船神社付近は穀倉地帯であるため、水の神（雨の神）である貴船三

神をあがめてきました。まつりは、白鉢巻に白ふんどしで身を清めた少年たちがお宮の下を

流れる小川に降り、冷たい川の中ですくいあげた小魚を神前にお供えし、豊穣の感謝と来

年への祈念の真心をささげます。  

 

問合せ先：教育委員会文化財室 22－1111   

 

◎第 13 回深耶馬ウォーク  

日時：11 月 13 日（日）  9 時～（受付 8 時） 

場所：折戸温泉（中津市耶馬溪町深耶馬） 

内容：錦もみじと奇岩秀峰を満喫できます。 紅葉した景色を見ながらのウォーキングです（約 11

キロ）。有料の行事ですが、昼食、温泉入浴半額補助、お土産（農産物）がつきます。 

 

問合せ先：深耶馬ウォーク実行委員会 090-1084-4631  

 

◎コアやまくにスケートリンクオープン  

日時：11 月 26 日（土）～平成 29 年 3 月 5 日（日） 

場所：コアやまくに（中津市山国町守実） 

内容：コアやまくにの内庭の池を利用したスケートリンクで夜間はライトアップされ、ロマンチックで

す。周りを山々に囲まれ、自然に抱かれた中津市内唯一のアイススケートリンクです。期間

中は様々なイベントも開催。ご家族やお友だちとご一緒に、是非お越しください。 

 

問合せ先：コアやまくに 62－2140   



 

◎かまぎ餅祭り（鳩餅祭り）  

日時：11 月 27 日（日）  餅まきは 16 時頃～ 

場所：貴船神社（中津市大字中殿） 

内容：中殿の貴船神社は、景行天皇の時代からの故実が伝わる古いお宮です。このお祭りは、

「豊後風土記」や「豊前誌」にも記されています。昔、或る大飢饉の年、仲津郡中臣村宮より、

白鳥（はと）の大群が口々に芋の苗をくわえて飛来しました。ところがその苗が突然餅と化し

飢えに苦しむ人々の食料となり、危機を救ったということです。以来毎冬、白鳥（はと）の餅

奉献の祭祀が伝承されています。神事の後、裸の若者たちにより「かまぎ」に詰まった白鳥

（はと）の形をした神餅の奪い合いがあり、参詣の人々に餅まきが行なわれ、無病息災と来

る年の豊作が祈願されています。 

 

問合せ先：教育委員会文化財室 22－1111   

 


